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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルカリ剤と混合して使用され、酸化剤、油性成分及び水を含有する脱色剤組成物であ
って、
　界面活性剤を５．０～２０．０重量％含有し、油性成分が、常温で液体の油性成分（ａ
）と、常温で固体の油性成分（ｂ）とから構成され、油性成分の含有量が１０．０～６５
．０重量％で、成分（ａ）及び成分（ｂ）の重量比（（ａ）／（ｂ））が６～６０である
ことを特徴とする脱色剤組成物。
【請求項２】
　成分（ｂ）の含有量が０．２～３．０重量％である請求項１に記載の脱色剤組成物。
【請求項３】
　染料及びアルカリ剤と混合して使用され、酸化剤、油性成分及び水を含有する染毛剤組
成物であって、
　界面活性剤を５．０～２０．０重量％含有し、油性成分が、常温で液体の油性成分（ａ
）と、常温で固体の油性成分（ｂ）とから構成され、油性成分の含有量が１０．０～６５
．０重量％で、成分（ａ）及び成分（ｂ）の重量比（（ａ）／（ｂ））が６～６０である
ことを特徴とする染毛剤組成物。
【請求項４】
　成分（ｂ）の含有量が０．２～３．０重量％である請求項３に記載の染毛剤組成物。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、仕上り後の毛髪に潤いを持たせるとともに、脱色力又は染毛力を十分に向上さ
せることができ、かつ操作性が良好な脱色剤組成物及び染毛剤組成物に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の脱色剤組成物は、アルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤
とからなる二剤型の脱色剤として知られている。一方、染毛剤組成物は、染料及びアルカ
リ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤とからなる二剤型の酸化染毛剤として知
られている。
【０００３】
そして、この種の脱色剤組成物及び染毛剤組成物においては、油性成分を配合することに
よって、仕上り後の毛髪に潤いを持たせるとともに、脱色力又は染毛力を向上させる試み
がなされている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、従来の脱色剤組成物及び染毛剤組成物において、油性成分を配合し、上記の機
能を発現させると、薬液が高粘度となり、操作性が悪くなるという問題があった。
【０００５】
本発明は、上記のような従来技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その
目的とするところは、仕上り後の毛髪に潤いを持たせるとともに、脱色力又は染毛力を十
分に向上させることができ、かつ操作性が良好な脱色剤組成物及び染毛剤組成物を提供す
ることにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために請求項１に記載の発明の脱色剤組成物では、アルカリ剤と
混合して使用され、酸化剤、油性成分及び水を含有する脱色剤組成物であって、界面活性
剤を５．０～２０．０重量％含有し、油性成分が、常温で液体の油性成分（ａ）と、常温
で固体の油性成分（ｂ）とから構成され、油性成分の含有量が１０．０～６５．０重量％
で、成分（ａ）及び成分（ｂ）の重量比（（ａ）／（ｂ））が６～６０であるものである
。
【０００７】
　請求項２に記載の発明の脱色剤組成物では、請求項１に記載の発明において、成分（ｂ
）の含有量が０．２～３．０重量％であるものである。
【０００８】
　請求項３に記載の発明の染毛剤組成物では、染料及びアルカリ剤と混合して使用され、
酸化剤、油性成分及び水を含有する染毛剤組成物であって、界面活性剤を５．０～２０．
０重量％含有し、油性成分が、常温で液体の油性成分（ａ）と、常温で固体の油性成分（
ｂ）とから構成され、油性成分の含有量が１０．０～６５．０重量％で、成分（ａ）及び
成分（ｂ）の重量比（（ａ）／（ｂ））が６～６０であるものである。
【０００９】
　請求項４に記載の発明の染毛剤組成物では、請求項３に記載の発明において、成分（ｂ
）の含有量が０．２～３．０重量％であるものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
以下、本発明の第１の実施形態について説明する。
【００１１】
第１の実施形態の脱色剤組成物は、酸化剤、水、常温で液体の油性成分（ａ）及び常温で
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固体の油性成分（ｂ）を含有する。その他、界面活性剤等が配合されている。この脱色剤
組成物は、液状、乳液状等の毛髪に適用可能な形態で第２剤として使用され、毛髪を脱色
するときにはアルカリ剤を含有する第１剤と混合される。
【００１２】
アルカリ剤は、酸化剤の作用を促進することによって毛髪に明度を付与するために第１剤
に配合される。アルカリ剤の具体例としては、アンモニア、アルカノールアミン、アンモ
ニウム塩、有機アミン類（２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、グアニ
ジン等）、無機アルカリ（水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カ
リウム等）、塩基性アミノ酸（アルギニン、リジン等）及びそれらの塩等が挙げられる。
これらのアルカリ剤は単独で配合してもよいし、二種以上を組み合わせて配合してもよい
。このアルカリ剤の配合量は、第１剤のｐＨが８～１２の範囲となる量に設定することが
好ましい。第１剤のｐＨが８未満では酸化剤の作用を十分に促進することができない。一
方、１２を超えると毛髪に損傷等の不具合が発生しやすい。
【００１３】
酸化剤は、毛髪に含まれるメラニンを脱色するために配合される。酸化剤の具体例として
は、過酸化水素、過炭酸ナトリウム、過ホウ酸ナトリウム等が挙げられる。脱色剤組成物
と第１剤を混合した混合液中における酸化剤の含有量は、好ましくは０．１～５．０重量
％、さらに好ましくは１．０～３．０重量％である。この含有量が０．１重量％未満では
メラニンを十分に脱色することができない。一方、５．０重量％を超えると、毛髪に損傷
等の不具合が発生しやすい。
【００１４】
水は、酸化剤の溶媒及び油性成分の分散媒として適量配合される。
油性成分は、常温で液体の油性成分（ａ）及び常温で固体の油性成分（ｂ）から構成され
、脱色力を向上させるとともに、仕上り後の毛髪に潤いを持たせるために配合される。成
分（ａ）及び成分（ｂ）を合わせた配合量は、１０．０～６５．０重量％である。この配
合量が１０．０重量％未満であると、十分な脱色力の向上が見られない。一方、６５．０
重量％を超えると感触がべたつくとともに、脱色力が低下する。
【００１５】
常温で液体の油性成分の具体例としては、炭化水素、動植物油、ロウ類、高級アルコール
、高級脂肪酸、エステル類、シリコーン類等が挙げられる。炭化水素としては、α－オレ
フィンオリゴマー、軽質イソパラフィン、軽質流動イソパラフィン、合成スクワラン、植
物性スクワラン、スクワラン、ポリブテン、流動イソパラフィン、流動パラフィン等が挙
げられる。動植物油としては、オリーブ油、ツバキ油、茶実油、サザンカ油、サフラワー
油、ヒマワリ油、大豆油、綿実油、ゴマ油、トウモロコシ油、落花生油、ナタネ油、コメ
ヌカ油、コメ胚芽油、小麦胚芽油、ハトムギ油、ブドウ種子油、アルモンド油、アボカド
油、カロット油、マカデミアナッツ油、ヒマシ油、アマニ油、ヤシ油、ミンク油、卵黄油
等が挙げられる。ロウ類としては、ホホバ油等、高級アルコールとしては、イソステアリ
ルアルコール、２－オクチルドデカノール、デシルテトラデカノール、オレイルアルコー
ル、２－ヘキシルデカノール、リノレイルアルコール、リノレニルアルコール等が挙げら
れる。高級脂肪酸としては、イソステアリン酸、オレイン酸、リノール酸等が挙げられる
。エステル類としては、アジピン酸ジイソプロピル、アジピン酸ジイソブチル、アジピン
酸ジオクチル、アジピン酸ジ－２－ヘキシルデシル、アジピン酸ジイソステアリル、ミリ
スチン酸イソステアリル、ミリスチン酸イソトリデシル、ミリスチン酸イソプロピル、ミ
リスチン酸オクチルドデシル、オクタン酸セチル、イソノナン酸イソノニル、イソノナン
酸イソデシル、イソノナン酸イソトリデシル、セバシン酸ジイソプロピル、パルミチン酸
イソプロピル、ラウリン酸ヘキシル、オレイン酸デシル、ジメチルオクタン酸ヘキシルデ
シル、パルミチン酸オクチル、乳酸ラウリル、乳酸オクチルドデシル、ステアリン酸イソ
セチル、イソステアリン酸イソセチル、ジオクタン酸エチレングリコール、ジペンタエリ
スリトール脂肪酸エステル、カプリル酸セチル、トリカプリル酸グリセリル、ジカプリン
酸ネオペンチルグリコール、リンゴ酸ジイソステアリル等が挙げられる。シリコーン類と
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しては、メチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、メチルシクロポリシロ
キサン、ポリエーテル変性シリコーン、アミノ変性シリコーン、ベタイン変性シリコーン
、アルキル変性シリコーン、アルコキシ変性シリコーン等が挙げられる。
【００１６】
これらの中でも、仕上り後の毛髪に潤いを持たせる効果が高いことから、炭化水素、高級
脂肪酸及びシリコーン類が好ましい。
常温で固体の油性成分は、前述の機能に加えて、乳化安定性を付与するとともに、適度な
粘度を得るために配合される。常温で固体の油性成分の具体例としては、炭化水素、動物
脂、ロウ類、高級アルコール、高級脂肪酸、エステル類等が挙げられる。炭化水素として
は、オゾケライト、セレシン、パラフィン、ポリエチレン末、マイクロクリスタリンワッ
クス、ワセリン等、動物脂としては、牛脂、カカオ脂等、ロウ類としては、ミツロウ、キ
ャンデリラロウ、カルナウバロウ、ラノリン等が挙げられる。高級アルコールとしては、
ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール、セタノール、ステアリルアルコール、アラ
キルアルコール、ベヘニルアルコール、ラノリンアルコール等が挙げられる。高級脂肪酸
としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘニン酸、ヒド
ロキシステアリン酸、ウンデシレン酸、リシノレイン酸等が挙げられる。エステル類とし
ては、ステアリン酸ブチル、ステアリン酸ステアリル、ミリスチン酸セチル、ミリスチン
酸ミリスチル、パルミチン酸セチル、乳酸セチル、乳酸ミリスチル、酢酸ラノリン、ステ
アリン酸コレステリル、オレイン酸コレステリル等が挙げられる。
【００１７】
これらの中でも、乳化安定性を付与する効果が高いことから、炭素数１４～２２の高級ア
ルコールが好ましい。この炭素数が１４未満の高級アルコールの場合、親水性が強すぎる
ため、乳化安定性を付与する効果が得られにくい。一方、２２を超えると、疎水性が強す
ぎるため、乳化安定性を付与する効果が得られにくい。常温で固体の油性成分の配合量は
好ましくは０．２～３．０重量％である。この配合量が０．２重量％未満であると適度な
粘度が得られにくい。一方、３．０重量％を超えると粘度が高くなりやすい。
【００１８】
常温で液体の油性成分（ａ）及び常温で固体の油性成分（ｂ）の配合比は重量比（（ａ）
／（ｂ））で３～６０に設定される。この重量比が３未満であると高粘度となり操作性が
悪くなる。一方、６０を超えると乳化安定性が低下するとともに低粘度となり、操作性が
悪くなる。
【００１９】
以上のように、常温で液体の油性成分及び常温で固体の油性成分を併用し、かつ液体の油
性成分を多く配合することによって、適度な粘度となるため、操作性に優れる脱色剤組成
物を得ることができる。また、仕上り後の毛髪に潤いを持たせるとともに、脱色力を十分
に向上させることができる。
【００２０】
界面活性剤は脱色剤組成物に乳化安定性を付与し、常温で固体の油性成分の析出を防止す
るために配合される。この界面活性剤の具体例としては、陰イオン性界面活性剤、陽イオ
ン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤及び両性界面活性剤が挙げられる。
【００２１】
陰イオン性界面活性剤の具体例としては、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレン
（以下、ＰＯＥという）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ステアロイルメチルタウリン
ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸トリエタノールアミン、テトラデセンスルホン
酸ナトリウム、ＰＯＥラウリルエーテルリン酸及びその塩等が挙げられる。
【００２２】
続いて、陽イオン性界面活性剤の具体例としては、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム
、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化アルキルトリメチルアンモニウム、塩化
ジステアリルジメチルアンモニウム、臭化セチルトリメチルアンモニウム、臭化ステアリ
ルトリメチルアンモニウム等が挙げられる。
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【００２３】
さらに、非イオン性界面活性剤の具体例としては、ＰＯＥアルキルエーテル類、ＰＯＥア
ルキルフェニルエーテル類、ＰＯＥ・ポリオキシプロピレン（以下、ＰＯＰと言う）アル
キルエーテル類、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類、グリセリン、ＰＯＥプロピレング
リコール脂肪酸エステル等が挙げられる。これらの中でも酸やアルカリ剤に強いことから
ＰＯＥアルキルエーテル類、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキ
ルエーテル類、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類等が好ましく、ＰＯＥアルキルエーテ
ル類がより好ましい。ＰＯＥアルキルエーテル類の具体例としては、ＰＯＥラウリルエー
テル、ＰＯＥセチルエーテル、ＰＯＥステアリルエーテル、ＰＯＥベヘニルエーテル等が
挙げられる。
【００２４】
次に、両性界面活性剤の具体例としては、２－ウンデシル－Ｎ，Ｎ，Ｎ－（ヒドロキシエ
チルカルボキシメチル）－２－イミダゾリンナトリウム、２－ココイル－２－イミダゾリ
ニウムヒドロキサイド－１－カルボキシエチロキシ二ナトリウム塩、２－ヘプタデシル－
Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ－ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、ココアミドプ
ロピルベタイン、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ラウラミドプロピルベタイン等
が挙げられる。これらの中でも皮膚や目に対して刺激性が少ないことからココアミドプロ
ピルベタイン、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン等が好ましい。
【００２５】
これらの界面活性剤は単独で配合してもよいし、二種以上を組み合わせて配合してもよい
。界面活性剤の配合量は、５．０～２０．０重量％が好ましい。この配合量が５．０重量
％未満であると常温で固体の油性成分の析出を十分に防止することができない。一方、２
０．０重量％を超えるとベタツキを生じて毛髪の感触が悪くなる。これらの界面活性剤の
中でも、乳化安定性を付与する効果が高いことから非イオン性界面活性剤が好ましい。
【００２６】
第１の実施形態の脱色剤組成物には、その他の添加成分として、糖類、多価アルコール、
アルキルグリセリルエーテル、天然又は合成の高分子、防腐剤、キレート剤、安定剤、ｐ
Ｈ調整剤、植物抽出物、生薬抽出物、ビタミン類、特開２０００－３４４６２９号公報等
に記載されている香料、紫外線吸収剤等が挙げられる。また「医薬部外品原料規格」（１
９９１年６月発行、薬事日報社）に収載されるものから選ばれる少なくとも一種を配合し
てもよい。糖類としては、ソルビトール、マルトース等、多価アルコールとしては、プロ
ピレングリコール、１，３－ブタンジオール、ジプロピレングリコール、グリセリン、レ
ゾルシン等が挙げられる。アルキルグリセリルエーテルとしては、バチルアルコール、キ
ミルアルコール等、天然又は合成の高分子としては、アラビアガム、アルギン酸ナトリウ
ム、キサンタンガム、セルロース誘導体、架橋ポリアクリル酸等が挙げられる。防腐剤と
しては、パラベン等、キレート剤としては、ＥＤＴＡ－Ｎａ等、安定剤としては、フェナ
セチン、８－ヒドロキシキノリン、アセトアニリド、ピロリン酸ナトリウム、バルビツー
ル酸、尿酸、タンニン酸等が挙げられる。ｐＨ調整剤としては、リン酸、クエン酸、硫酸
、酢酸、乳酸、酒石酸等が挙げられる。
【００２７】
その他の添加成分の配合量は、脱色剤組成物の常法に従って決定される。
さて、脱色剤組成物を使用する際は、アルカリ剤を含有する第１剤と混合された後、ブラ
シ等で毛髪に塗布される。このとき、この脱色剤組成物には油性成分が１０．０～６５．
０重量％配合されているため、毛髪の乾燥を防ぐことができる。そして、油性成分によっ
て脱色剤組成物に配合されている各成分の分散性を向上することができる。さらに、常温
で液体の油性成分及び常温で固体の油性成分を併用し、かつ液体の油性成分を多く配合し
ていることから、脱色剤組成物を適度な粘度にすることができる。
【００２８】
また、界面活性剤を配合することにより、脱色剤組成物に十分な乳化安定性を付与するこ
とができる。
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以上詳述した第１の実施形態によれば、次のような効果が発揮される。
【００２９】
・　第１の実施形態の脱色剤組成物においては、常温で液体の油性成分（ａ）及び常温で
固体の油性成分（ｂ）から構成された油性成分を１０．０～６５．０重量％含有している
。従って、毛髪の乾燥を防ぎ、仕上り後の毛髪に潤いを持たせることができる。さらに、
配合されている各成分の分散性が向上するため、脱色力を十分に向上させることができる
。また、成分（ａ）及び成分（ｂ）の重量比（（ａ）／（ｂ））が３～６０に設定されて
いる。つまり、常温で液体の油性成分及び常温で固体の油性成分を併用し、かつ液体の油
性成分を多く配合している。この構成によると、脱色剤組成物を適度な粘度にすることが
できるため、脱色剤組成物の操作性を良好にすることができる。
【００３０】
・　第１の実施形態の脱色剤組成物においては、常温で固体の油性成分の含有量を０．２
～３．０重量％としている。これによって、より適度な粘度を有することから、操作性を
より良好にすることができる。
【００３１】
・　第１の実施形態の脱色剤組成物においては、さらに、界面活性剤を５．０～２０．０
重量％含有している。これにより、脱色剤組成物に十分な乳化安定性を付与し、常温で固
体の油性成分の析出を防止することができる。
（第２の実施形態）
次に、本発明の第２の実施形態について説明する。なお、第２の実施形態については、第
１の実施形態と異なる点を中心に説明する。
【００３２】
第２の実施形態の染毛剤組成物には、酸化剤、水、常温で液体の油性成分（ａ）及び常温
で固体の油性成分（ｂ）を含有する。その他、界面活性剤等が配合されている。この染毛
剤組成物は、液状、乳液状等の毛髪に適用可能な形態で第２剤として使用され、毛髪を染
色するときには染料及びアルカリ剤を含有する第１剤と混合される。
【００３３】
染料は、毛髪を染色するために第１剤に配合される。染料の具体例としては、酸化染料中
間体、直接染料、レゾルシン、ピロガロール、カテコール、メタアミノフェノール、メタ
フェニレンジアミン、オルトアミノフェノール、２，４－ジアミノフェノール、１，２，
４－ベンゼントリオール、トルエン－３，４－ジアミン、トルエン－２，４－ジアミン、
ハイドロキノン、α－ナフトール、２，６－ジアミノピリジン、１，５－ジヒドロキシナ
フタレン、５－アミノオルトクレゾール、ジフェニルアミン、パラメチルアミノフェノー
ル、２，４－ジアミノフェノキシエタノール、没食子酸、タンニン酸、没食子酸エチル、
没食子酸メチル、没食子酸プロピル、五倍子、５－（２－ヒドロキシエチルアミノ）－２
－メチルフェノール及びそれらの塩等が挙げられる。なお、酸化染料中間体は、染毛剤組
成物に含有する酸化剤により酸化されることによって毛髪を染色する。酸化染料中間体の
具体例としては、フェニレンジアミン類、アミノフェノール類、トルイレンジアミン類、
アミノニトロフェノール類、ジフェニルアミン類、ジアミノフェニルアミン類、Ｎ－フェ
ニルフェニレンジアミン類、ジアミノピリジン類、及びそれらの塩酸塩、硫酸塩、酢酸塩
等の塩類等が挙げられる。これらの中でも、染毛力が強いことからパラフェニレンジアミ
ン、パラトルイレンジアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－パラフェニレン
ジアミン、Ｎ－フェニル－パラフェニレンジアミン、４，４’－ジアミノジフェニルアミ
ン、２－クロロパラフェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルパラフェニレンジアミン、パ
ラアミノフェノール、２，６－ジクロロパラフェニレンジアミン、パラアミノフェニルス
ルファミン酸及びそれらの塩類が好ましい。これらの酸化染料中間体は単独で配合しても
よいし、二種以上を組み合わせて配合してもよい。
【００３４】
アルカリ剤は、前述の機能に加えて、毛髪を膨潤させて染料及び酸化剤を毛髪に浸透しや
すくするために第１剤に配合される。アルカリ剤の具体例及び配合量は、第１の実施形態
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【００３５】
酸化剤は、前述の機能に加えて、酸化染料中間体等の染料を酸化するために配合される。
酸化剤の具体例及び配合量は第１の実施形態の脱色剤組成物と同じである。この配合量が
０．１重量％未満ではメラニンを十分に脱色することができないとともに、染料を十分に
酸化することができない。一方、５．０重量％を超えて配合すると、毛髪に損傷等の不具
合が発生しやすい。
【００３６】
水は、前述の機能発現のために適量配合される。
油性成分は、常温で液体の油性成分（ａ）及び常温で固体の油性成分（ｂ）から構成され
、染毛力を向上させるとともに、仕上り後の毛髪に潤いを持たせるために配合される。こ
の配合量が１０．０重量％未満であると、染毛力の十分な向上が見られない。一方、６５
．０重量％を超えると感触がべたつくとともに、染毛力が低下する。
【００３７】
各油性成分の配合目的、具体例及び配合量は第１の実施形態の脱色剤組成物と同じである
。常温で液体の油性成分及び常温で固体の油性成分を併用し、かつ液体の油性成分を多く
配合することによって、染毛剤組成物は適度な粘度を有している。
【００３８】
界面活性剤は、前述の機能発現のために配合される。この具体例及び配合量は第１の実施
形態の脱色剤組成物と同じである。
第２の実施形態の染毛剤組成物には、その他の添加成分として、第１の実施形態に挙げた
成分を配合してもよい。その他の添加成分の配合量は、染毛剤組成物の常法に従って決定
される。
【００３９】
よって、第２の実施形態の染毛剤組成物によれば、染料及びアルカリ剤を含有する第１剤
と混合されることにより、毛髪を種々の色調に染色することができる。そして、第２の実
施形態の染毛剤組成物によれば、染毛力を十分に向上させることができる。
【００４０】
【実施例】
次に、実施例及び比較例を挙げて前記実施形態をさらに具体的に説明する。
（実施例１～４及び比較例１～６）
表１に示すように、二剤型の脱色剤組成物として第２剤を調製し、リン酸を添加してｐＨ
３に調整した。そして、表２に示すように二剤型の脱色剤組成物として第１剤を調製した
。次に、第２剤及び第１剤を１：１の割合で混合した。
【００４１】
なお、表１及び表２における数値は重量％を示し、表２の２８重量％アンモニア水の数値
はアンモニア換算したときの重量％で表す。また、表中のＰＯＥに付随するカッコ内の数
値はエチレンオキシドの平均付加モル数を示す。
【００４２】
【表１】
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【００４３】
【表２】

表１の各例の脱色剤組成物について、油性成分の含有量合計及び常温で液体の油性成分（
ａ）と常温で固体の油性成分（ｂ）との重量比（（ａ）／（ｂ））を算出した。そして、
第２剤と第１剤を混合した後に毛束に塗布した。上記算出結果及び下記の（１）～（５）
の項目についての評価結果を表３に示す。なお、油性成分の含有量合計は重量％で示す。
【００４４】
（１）乳化安定性
第２剤の成分の混合状態を目視にて観察し、よい（◎）、ややよい（○）、やや悪い（△
）及び悪い（×）の４段階で判断した。
【００４５】
（２）混合粘度
第２剤と第１剤を混合した脱色剤組成物の粘度を目視にて観察し、優（◎）、良（○）、
やや不良（△）及び不良（×）の４段階で判断した。
【００４６】
（３）操作性
第２剤と第１剤を混合した脱色剤組成物を毛束に塗布した際、液だれや塗布むら等の操作
性について官能評価し、優（◎）、良（○）、やや不良（△）及び不良（×）の４段階で
判断した。
【００４７】
（４）毛髪の感触
脱色処理後の毛束を手で触れたときの感触を、優（◎）、良（○）、やや不良（△）及び
不良（×）の４段階で官能評価した。
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（５）脱色性
第２剤と第１剤を混合した脱色剤組成物を毛髪に適用し、その毛髪の脱色の程度を目視に
て観察し、優（◎）、良（○）、やや不良（△）及び不良（×）の４段階で評価した。
【００４９】
【表３】

表３の結果から明らかなように、実施例１～４では脱色性、操作性、乳化安定性、混合粘
度及び毛髪の感触のいずれについても良好であった。
【００５０】
これに対し、比較例１では油性成分の含有量が２．１重量％と少なく、油性成分の重量比
も０．０５と低いため、混合粘度、操作性及び脱色性がやや不良であった。比較例２では
油性成分の重量比が６０００と高いため、乳化安定性がやや悪く、混合粘度及び操作性が
やや不良であった。比較例３では油性成分の重量比が２と低いため、混合粘度及び操作性
が不良であり、毛髪の感触もやや不良であった。比較例４では油性成分の含有量が５．５
重量％と少ないため、脱色性がやや不良であった。比較例５では油性成分の含有量が７０
．０重量％と多いため、混合粘度及び操作性が不良となり、脱色性及び毛髪の感触がやや
不良であった。比較例６では比較例５より固体の油性成分の配合量を減らし、液体の油性
成分を多く配合したが、操作性及び脱色性がやや不良となり、毛髪の感触が不良であった
。
（実施例５～８及び比較例７～１２）
表４に示すように、二剤型の染毛剤組成物として第２剤を調製し、リン酸を添加してｐＨ
３に調整した。そして、表５に示すように二剤型の染毛剤組成物として第１剤を調製した
。次に、第２剤及び第１剤を１：１の割合で混合した。
【００５１】
なお、表４及び表５における数値は重量％を示し、表５の２８重量％アンモニア水の数値
はアンモニア換算したときの重量％で表す。また、表中のＰＯＥに付随するカッコ内の数
値はエチレンオキシドの平均付加モル数を示す。
【００５２】
【表４】
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【表５】

表４の各例の染毛剤組成物について、油性成分の含有量合計及び常温で液体の油性成分（
ａ）と常温で固体の油性成分（ｂ）との重量比（（ａ）／（ｂ））を算出した。この算出
結果を表６に示す。そして、第２剤と第１剤を混合した後に毛束に塗布した。また、上記
実施例１～４に記載の（１）～（４）の項目及び下記の（５）と（６）の項目についての
評価結果を表６に示す。なお、油性成分の含有量合計は重量％で示す。
【００５４】
（５）染色性
第１剤と第２剤を混合調製された染毛剤組成物を毛髪に適用し、その毛髪の染色の程度を
目視にて観察し、優（◎）、良（○）、やや不良（△）及び不良（×）の４段階で評価し
た。
【００５５】
（６）均染性
第１剤と第２剤を混合調製された染毛剤組成物を毛髪に適用し、その毛髪の色ムラの程度
を目視にて観察し、優（◎）、良（○）、やや不良（△）及び不良（×）の４段階で評価
した。
【００５６】
【表６】
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表６の結果から明らかなように、実施例５～８では染色性、操作性、乳化安定性、混合粘
度、均染性及び毛髪の感触のいずれについても良好な効果を示すものであった。
【００５７】
これに対し、比較例７では油性成分の含有量が２．１重量％と少なく、油性成分の重量比
も０．０５と低いため、混合粘度、操作性及び染色性がやや不良であった。比較例８では
油性成分の重量比が６０００と高いため、乳化安定性がやや悪く、混合粘度及び操作性が
やや不良であった。比較例９では油性成分の重量比が２と低いため、混合粘度及び操作性
が不良であり、毛髪の感触もやや不良であった。比較例１０では油性成分の含有量が５．
５重量％と少ないため、染色性及び均染性がやや不良であった。比較例１１では油性成分
の含有量が７０．０重量％と多いため、混合粘度及び操作性が不良となり、染色性、均染
性及び毛髪の感触がやや不良であった。比較例１２では比較例１１より固体の油性成分の
配合量を減らし、液体の油性成分を多く配合したが、操作性及び染色性がやや不良となり
、均染性及び毛髪の感触が不良であった。
【００５８】
なお、前記実施形態を次のように変更して構成することもできる。
・　前記第１の実施形態における脱色剤組成物を、毛髪脱色剤としてでなく、染毛剤等で
染められた髪を元の色に戻すことを目的とする毛髪脱染剤として用いてもよい。
【００５９】
　次に、上記実施形態から把握できる技術的思想について以下に記載する。
　・　前記常温で固体の油性成分（ｂ）が炭素数１４～２２の高級アルコールである脱色
剤組成物。この構成によれば、より十分な乳化安定性を脱色剤組成物に付与することがで
きる。
【００６０】
　・　前記界面活性剤が少なくとも非イオン性界面活性剤である脱色剤組成物。この構成
によれば、より十分な乳化安定性を脱色剤組成物に付与することができ、常温で固体の油
性成分の析出がより防止できる。
【００６１】
　・　前記常温で固体の油性成分（ｂ）が炭素数１４～２２の高級アルコールである染毛
剤組成物。この構成によれば、より十分な乳化安定性を染毛剤組成物に付与することがで
きる。
【００６２】
　・　前記界面活性剤が少なくとも非イオン性界面活性剤である染毛剤組成物。この構成
によれば、より十分な乳化安定性を染毛剤組成物に付与することができ、常温で固体の油
性成分の析出がより防止することができる。
【００６３】
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【発明の効果】
　この発明は、以上のように構成されているため、次のような効果を奏する。
　請求項１に記載の発明の脱色剤組成物によれば、仕上り後の毛髪に潤いを持たせるとと
もに、脱色力を十分に向上させることができ、かつ操作性を良好にすることができる。ま
た、十分な乳化安定性を付与し、常温で固体の油性成分の析出を防止することができる。
【００６４】
　請求項２に記載の発明の脱色剤組成物によれば、請求項１に記載の発明の効果に加えて
、操作性をより良好にすることができる。
【００６５】
　請求項３に記載の発明の染毛剤組成物によれば、仕上り後の毛髪に潤いを持たせるとと
もに、染毛力を十分に向上させることができ、かつ操作性を良好にすることができる。ま
た、十分な乳化安定性を付与し、常温で固体の油性成分の析出を防止することができる。
【００６６】
　請求項４に記載の発明の染毛剤組成物によれば、請求項３に記載の発明の効果に加え、
操作性をより良好にすることができる。
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